
開催日：令和　２年　４月２８日（火）
会　場：宝塚ゴルフ倶楽部　新コース

№ ｽﾀｰﾄ時刻 氏　　　　名 氏　　　　名 氏　　　　名 氏　　　　名

タナカ 　ヨウスケ タカオカ　カツヒコ ヨシカワ　ヒデキ フジモト　ヨシノリ

田　中　陽　介 髙　岡　克　彦 吉　川　英　樹 藤　本　由　徳
マキタ　カツヤ コバヤシ　シンゴ クラネ　タケミツ イヌイ　ヨシオ

牧　田　克　哉 小　林　信　吾 蔵　根　武　光 乾　　　佳　男
サカウエ　ヨシヒサ ワタナベ マサト モリノ　ヨシヒロ ソマダ　ケンイチ

坂　上　吉　久 渡　邊　将　人 森　野　芳　宏 杣　田　健　一
ナカムラ　ケンタ イセキ　マサヒロ タカハラ　タツキ モリ　タダシ

中　村　鎌　大 井　関　雅　浩 高　原　樹　生 森　　　忠　司
ウエダ　レオ キシベ　ショウジ フジワラ　ジュンジ リキイシ　タケヒコ

植　田　玲　央 岸　部　尚　司 藤　原　淳　嗣 力　石　岳　彦
ヒキアミ　サトシ イモト　マサキ コヤマ　タケシ アヅミ　ヨシタツ

引　網　佐登司 井　本　正　樹 小　山　　　剛 安　積　義　龍
ヤマモト　ケンイチ イウチ　ジロウ タカハシ アツシ エンドウ　タダシ

山　本　賢　一 伊　内　二　郎 髙　橋　篤　史 遠　藤　　　正
タカイ　アキヒコ タジマ　ヤスジロウ ヨシノ　アキラ ウエムラ　ミチヒコ

髙　井　昭　彦 田　嶋　康次郎 吉　野　　　章 上　村　道　彦
ヨシダ　タカシ ヤマモト　ケイジ マツオカ　ナヲユキ ヤギ　キヨヒデ

吉　田　隆　司 山　本　恵　司 松　岡　通　之 八　木　清　秀
ナカガワ　シュン アリチカ　サカエ ナカキタ　ミツノリ フジモト　ヨシハル

中　川　　　俊 有　近　　　栄 中　北　光　則 藤　本　祥　治
トビタ　マサル アダチ　タケノリ キノシタ　タカフミ トン　チュンタック

飛　田　　　勝 足　立　毅　憲 木　下　貴　史 Thong　Chung Tuck
フジモト　タカシ ムラカミ　タケシ ウスイ　トモヒロ キシガミ　ヒサノリ

藤　本　隆　司 村　上　武　史 臼　井　智　広 岸　上　久　則
ヤシマ　キヨヤス ミヤコ　トシカズ カノウ　ヒデト ミナミタニ　ヒロシ

八　島　清　泰 都　　　俊　和 加　納　秀　人 南　谷　　　廣
フクナガ　モリオ アカザワ　ヒデキ ナカタ　アツシ ナガサキ　シュウイチ

福　永　守　男 赤　澤　秀　樹 中　田　　　篤 長　崎　修　一
オオガキ　ヨシオ マトバ　キヨシ コハラ　ヨシユキ ユキオカ　マサシ

大　垣　義　雄 的　場　　　清 小　原　義　之 雪　岡　正　史

№ ｽﾀｰﾄ時刻 氏　　　　名 氏　　　　名 氏　　　　名 氏　　　　名

マエダ　ケンスケ イシイ　シゲノリ ウホ タカシ ホリエ ヒロユキ

前　田　賢　祐 石　井　茂　則 宇　保　　　隆 堀　江 博　行
カナザワ　カズキ スズキ　マサヒロ ミヤザキ　トモナリ ハヤシ　アキラ

金　沢　一　樹 鈴　木　雅　博 宮　崎　知　成 林　　　　　明
ヒロセ　ツバサ カワムラ　カズヤ ニシ　ヤスアキ ヤマモト　エイジ

廣　瀬　　　翼 河　村　和　也 西　　　靖　晃 山　本　栄　治
テラニシ　トシヒト タカハシ　トオル イド タツヤ コンドウ　ナオタカ

寺　西　俊　人 髙　橋　　　徹 井　土　達　也 近　藤　直　孝
ニシカワ　タクミ クスダ トノ ツチヤ　ケン キタヤマ　ヒデノリ

西　川　拓　巳 楠　田 常　乃 土　屋　　　健 北　山　英　則
キンカイ　ヨシユキ イチダ　シゲキ タカオ　ミツトシ ミネ　エイジ

金　海　良　幸 市　田　繁　樹 高　尾　充　了 峯　　　栄　二
イケダ　タダシ ヨシモト　ユウジ ハシモト　ヨシオ ハットリ　ユウジ

池　田　　　正 吉　元　勇　二 橋　本　嘉　郎 服　部　裕　司
ヒロセ　マサクニ タケダ　ヤスキ ナガオカ　ダイスケ タカハシ　コウキ

廣　瀬　真　邦 武　田　泰　樹 長　岡　大　介 高　橋　幸　喜
スズキ　コウイチ モリ　ナオキ タカハシ　セイジ ヤスイ　ユタカ

鈴　木　孝　一 森　　　直　樹 高　橋　清　二 安　井　　　豊
ツボタ　ノブユキ アキヤマ　モリアキ ホシバ　セイキ サカイ　ノブヒロ

坪　田　信　幸 秋　山　守　明 干　場　清　輝 栄　井　信　祐
ヤマモト　エツシ ソノダ　タカオ スミ　コウヘイ マエダ　ショウゴ

山　本　悦　史 園　田　隆　雄 角　　　孝　平 前　田　将　吾
カマタニ　タカフミ エグチ　トシユキ ムラタ　ミツオ キシガミ　アキヒロ

鎌　谷　孝　文 江　口　利　行 村　田　満　男 岸　上　昭　洋
ナガオ　カズキ ヤスフク ヒロノブ ウエムラ　カズキヨ ウチダ　クニヒコ

長　尾　一　樹 安　福　洋　伸 上　村　和　聖 内　田　邦　彦
ナカザキ　カズノブ ハシモト　ミツヒロ イグチ　ノリヒコ カワニシ　ノブヤ

中　崎　和　信 橋　本　光　弘 井　口　範　彦 川　西　信　也
ヤマシタ　カズミ フジタニ　アキラ ソウマ　ミツノブ マエダ　ヤスヒロ

山　下　和　美 藤　谷　　　章 相　馬　光　信 前　田　裕　弘

　１．スタート時刻の１０分前には、ティインググラウンド付近に待機すること。
　２．決勝競技(５月２６日)への進出者は、本競技の上位３４名(欠場者の出た場合は当日決定する)とする。
　　　「マッチング・スコアカード方式」の対象ホールはＩＮコースとする。
　３．安全上並びに健康上、帽子・バイザー等を着帽のこと。
　４．欠場者のある場合、組合せを変更することがある。
　５．欠場する場合は、兵庫県ゴルフ連盟（078-392-0562）、競技当日は宝塚ゴルフ倶楽部(0797-71-2251)まで連絡のこと。

　無断欠場の場合は、本競技を含め１年間の競技出場を停止する。
　６．この度の新型コロナウイルス感染拡大防止対策により、延期または中止にすることもある。

上記中止の場合は、連盟ホームページならびに連盟WEBエントリーシステムよりメール通知いたします。
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競技委員長　 佐　野　　陽　一
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令和２年度　兵庫県アマチュアゴルフ選手権予選競技
(第７５回国民体育大会出場選手選考競技）

ス タ ー ト 時 刻 及 び 組 合 せ
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